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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技機器を収容した筐体の前面に設けられる前扉の側縁部に、遊技状況に応じて点灯ま
たは点滅するサイド照明ユニットを設けた遊技機において、
　前記サイド照明ユニットは、前記前扉に固定される透光性の光源カバーと、前記光源カ
バーの内部に配置され、上下方向に沿って並列する内側光源及び外側光源と、前記両光源
と前記光源カバーとの間に設けられ、前記両光源の光を反射可能なリフレクターとを含み
、
　前記リフレクターは、前記内側光源と前記外側光源を左右方向に仕切る仕切り壁を有し
、該仕切り壁は、前側が外側に向くように傾斜すると共に、内側面に、前記内側光源の光
を前記前扉の内方へ向けて反射可能な内向き反射面を設け、外側面に、前記外側光源の光
を前記前扉の外側方へ向けて反射可能な外向き反射面を設けることを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記サイド照明ユニットは更に、前記内側光源と前記内向き反射面との間に設けられ、
前記内側光源の光を前記内向き反射面に向けて拡散する拡散用レンズを含むことを特徴と
する請求項１記載の遊技機。
【請求項３】
　前記内側光源及び前記外側光源を、互いに異なる態様で発光させることを特徴とする請
求項１または２記載の遊技機。
【請求項４】
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　前記光源カバーは、前記内側光源に対向する内側透光部と、前記外側光源に対向する外
側透光部とを有し、前記両透光部に相異する彩色を施したことを特徴とする請求項１～３
のいずれかに記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技機器を収容した筐体の前面に設けられる前扉に、遊技状況に応じて点灯
または点滅するサイド照明ユニットを設けた遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　スロットマシン等の遊技機においては、筐体の前面に設けられる前扉の前面左右縁部に
は、上下方向に延びるサイドランプが設けられる。このサイドランプは、前扉に固定され
る透光性の光源カバーと、光源カバーの内部に横向きに配置される基板と、光源カバーの
外側方を照射するように、基板に実装される複数の光源とを含み、光源の光によって光源
カバーの外側方を照射することによって、遊技者の周囲に対して遊技状態を報知する等し
て遊技時の演出効果を高めるようにしている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－１２２２３８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上述のような遊技機においては、光源が光源カバーの外側方を照射するため、遊技者の
周囲への演出効果の点では十分であるが、遊技者自体に対する演出効果の点では十分であ
るとは言い難い。この点を考慮して、光源カバーの外側方を照射する光源とは別の光源を
設け、この光源によって遊技者側、すなわち光源カバーの内方を照射することが考えられ
る。しかし、このようにすると、遊技者側から見た別の光源の光量は過度なものとなるた
め、遊技者は光が眩しい等の不快感を抱く懸念が生じ、遊技者に対して疲労感を与えるお
それが生じる。
【０００５】
　本発明は、上述の課題に鑑み、遊技者及びその周囲に対する演出効果を高めると共に、
遊技者が抱く疲労感を軽減することができるようにした遊技機を提供することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するため、本発明に係る遊技機は、遊技機器を収容した筐体の前面に設
けられる前扉の側縁部に、遊技状況に応じて点灯または点滅するサイド照明ユニットを設
けた遊技機において、前記サイド照明ユニットは、前記前扉に固定される透光性の光源カ
バーと、前記光源カバーの内部に配置され、上下方向に沿って並列する内側光源及び外側
光源と、前記両光源と前記光源カバーとの間に設けられ、前記両光源の光を反射可能なリ
フレクターとを含み、前記リフレクターは、前記内側光源と前記外側光源を左右方向に仕
切る仕切り壁を有し、該仕切り壁は、前側が外側に向くように傾斜すると共に、内側面に
、前記内側光源の光を前記前扉の内方へ向けて反射可能な内向き反射面を設け、外側面に
、前記外側光源の光を前記前扉の外側方へ向けて反射可能な外向き反射面を設ける。この
構成により、光源カバーにおける前扉の内方及び外側方を照明することができるため、遊
技者及びその周囲に対する演出効果を高めることができる。また、前扉の内方を照射する
内側光源の光は間接照明となるため、遊技者が抱く疲労感を軽減させることができる。
【０００７】
　本発明は更に、前記サイド照明ユニットは更に、前記内側光源と前記内向き反射面との
間に設けられ、前記内側光源の光を前記内向き反射面に向けて拡散する拡散用レンズを含
む。この構成により、拡散用レンズで拡散された内側光源の光を内向き反射面で反射させ
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るため、遊技者が抱く疲労感をより軽減させることができる。
【０００８】
　本発明は更に、前記内側光源及び前記外側光源を、互いに異なる態様で発光させる。こ
の構成により、遊技者及びその周囲に対して異なる態様で照明演出を行うことができ、多
彩な演出が可能となる。
【０００９】
　本発明は更に、前記光源カバーは、前記内側光源に対向する内側透光部と、前記外側光
源に対向する外側透光部とを有し、前記両透光部に相異する彩色を施す。この構成により
、遊技者及びその周囲に対して異なる色彩で照明演出を行うことができ、多彩な演出が可
能となる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、光源カバーにおける前扉の内方及び外側方を照明することができるた
め、遊技者及びその周囲に対する演出効果を高めることができる。また、前扉の内方を照
射する内側光源の光は間接照明となるため、遊技者が抱く疲労感を軽減させることができ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明の一実施形態を、図面に基づいて説明する。図１は、本発明を適用した遊
技機の斜視図、図２は、サイド照明ユニットの分解斜視図である。なお、以下の説明では
、図１における左斜め下方を遊技機の「前方」とし、同じく右斜め上方を「後方」とし、
同じく左斜め上方を「左方」とし、同じく右斜め下方を「右方」とする。
【００１２】
　スロットマシン（パチスロ機を含む）である遊技機１は、前面が開口した筐体２と、筐
体２の前面に開閉可能に設けられる前扉３とを備え、筐体２内には、遊技機器、例えば、
外周面に複数種類の図柄、数字等で構成される識別情報が付記され、左右方向の軸まわり
に回転可能に枢支された左、中、右３個の回転リール４が収容されている。
【００１３】
　前扉３の前面のほぼ中央部には、前扉３の裏面に取り付けられた液晶表示装置５に表示
される遊技に関連する演出画像を透視可能な画像透視窓３１が設けられ、画像透視窓３１
の上方には、回転リール４の識別情報を透視可能な識別情報透視窓３２が設けられている
。画像透視窓３１の左側、すなわち前扉３の左側縁のサイドフレーム３７には、遊技状況
に応じて点灯または点滅したりして遊技を演出するためのサイド照明ユニット６が設けら
れている。また、画像透視窓３１の下方には、遊技を行うときにメダルが投入されるメダ
ル投入口３３、メダルの賭数を設定するベットボタン３４、全ての回転リール４を回転さ
せるときに操作されるスタートレバー３５、各回転リール４の回転を停止させるときに操
作される３個のストップボタン３６等が設けられている。さらには、前扉３の下部におけ
る左側縁にも、サイド照明ユニット６と同様のサイド照明ユニット６Ａが設けられている
。
【００１４】
　遊技機１の遊技は、遊技者がメダルをメダル投入部３３に投入するか、または、ベット
ボタン３４により予め投入されたメダル数を電気的に記憶されたクレジット状態のメダル
の賭数を設定した後、スタートレバー３５を操作して、全ての回転リール４を回転させる
ことによって開始される。
【００１５】
　回転リール４が回転して所定時間が経過した後、３個のストップボタン３６を順次操作
して、各回転リール４の回転を停止させ、停止した３個の回転リール４の識別情報の組み
合わせにより、入賞の有無、及び賞の大小に応じたメダルの配当枚数が確定される。入賞
した場合には、予め定めた入賞枚数分だけ筐体２内に収容されたホッパーユニット（図示
略）からメダルが前扉３の前面に払い出されると共に、サイド照明ユニット６、６Ａが所
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定の態様で点灯または点滅して演出効果を高める。
【００１６】
　なお、本実施形態においては、遊技機１を遊技媒体がメダル（コインを含む）とするス
ロットマシンとして説明するが、本発明は、これに特定されるものでなく、遊技機１を遊
技媒体がパチンコ玉であるスロットマシンまたはパチンコ機としても良い。
【００１７】
　サイド照明ユニット６は、前扉３のサイドフレーム３７の前面に固定される透光性の縦
長形状の光源カバー６１と、光源カバー６１の内部に配置される縦長の光源用基板６２と
、光源用基板６２の前面に実装され、上下方向に沿って２列縦列で配置された複数の内側
光源６３及び内側光源６３の外側に並列された外側光源６４と、光源カバー６１と両光源
６３、６４との間に設けられ、光源カバー６１の内側に固定されるリフレクター６５と、
内側光源６３とリフレクター６５との間に設けられ、内側光源６３の光を拡散する透光性
の拡散用レンズ６６を含む。
【００１８】
　なお、本実施形態においては、内側光源６３は、フルカラーの発光ダイオードにより構
成され、外側光源６４は、単色の発光ダイオードにより構成される。さらには、内側光源
６３及び外側光源６４は、互いに異なる態様（例えば、発光色、点滅の間隔等）で発光す
る。しかし、本発明は、本実施形態に特定されるものでなく、両光源６３、６４を同一色
の発光ダイオードとしても良い。
【００１９】
　図３は、図１におけるIII－III線拡大横断面図、図４は、光源カバー６１を外した状態
のサイド照明ユニット６の正面図である。リフレクター６５は、不透明な合成樹脂製で形
成され、表面に光を反射可能なクロムメッキが施されると共に、自体の内側部を形成する
上下方向に延出する内側壁６５１と、自体の外側部と形成する上下方向に延出する外側壁
６５２と、内側壁６５１と外側壁６５２との間に設けられ、内側光源６３と外側光源６４
とを左右に仕切る仕切り壁６５３とを有している。
【００２０】
　リフレクター６５における内側壁６５１と仕切り壁６５３との間には、内側光源６３を
覗かせる内側開口部６５４が設けられ、同じく外側壁６５２と仕切り壁６５３との間には
、外側光源６４を覗かせる外側開口部６５５が設けられている。
【００２１】
　仕切り壁６５３は、内側光源６３の光と外側光源６４の光が互いに干渉しないように仕
切るためのものであって、前側が外側に向くように傾斜すると共に、内側面には、内側光
源６３の光を前扉３の内方（図３に矢印Ａで示す方向）へ向けて反射可能な内向き反射面
６５６が設けられ、外側面には、外側光源６４の光を前扉３の外側方（図３に矢印Ｂで示
す方向）へ向けて反射可能な外向き反射面６５７が設けられている。内向き反射面６５６
は、内側光源６３の光を乱反射させるように凹凸状に形成されている。
【００２２】
　第１側壁６５１は、内側光源６３の光のうち前扉３の内方を照射する光を遮るように内
側光源６３よりも前方へ突出している。これにより、内側光源６３の光が、遊技者を直接
照射することが無くなり、目障りになるようなことはない。
【００２３】
　拡散用レンズ６６は、横断面形状がほぼＵ字状をなして、内側光源６３の前方でリフレ
クター６５の内側開口部６５４内に嵌合固定され、内側光源６３の光を前方及び斜め方向
へ向けて拡散する。拡散用レンズ６６により拡散された光のうち、内向き反射面６５６へ
向けて出射した光は、内向き反射面６５６により前扉３の内方へ向けて反射される。これ
により、前扉３の内方、すなわち遊技者へ向けて照射する光は、拡散用レンズ６６で拡散
され、かつ内向き反射面６５６により反射された内側光源６３の間接照明となるため、遊
技者の目に与える疲労感を軽減させることができる。
【００２４】
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　光源カバー６１は、拡散用レンズ６６を介して内側光源６３に対向する内側透光部６１
１と、内側透光部６１１に一体的に連設されると共に、外側光源６４に対向し、かつ内側
透光部６１１とは異なる彩色が施された外側透光部６１２とを有する。例えば、内側透光
部６１１は無色で、外側透光部６１２は透光性の赤色に彩色される。また、光源カバー６
１の内面には、内向き反射面６５６により反射された内側光源６３の光及び外側光源６４
の光を更に拡散する凹凸状の光拡散部が設けられている。
【００２５】
　以上の構成により、本実施形態においては、内側光源６３及び外側光源６４により、前
扉３の内方及び外側方を照射することができるため、遊技者及びその周囲に対する演出効
果を高めることができる。また、前扉３の内方を照射する内側光源６３の光は、リフレク
ター６５の内向き反射面６５６により反射された間接照明となるため、遊技者に目に与え
る疲労感を軽減させることができる。本実施形態は更に、内側光源と内向き反射面６５６
との間に、内側光源６３の光を内向き反射面６５６に向けて拡散する拡散用レンズ６６を
設けたことにより、遊技者の目に与える疲労感をより軽減させることができる。本実施形
態は更に、内側光源６３及び外側光源６４を、互いに異なる態様で発光させることにより
、遊技者及びその周囲に対して互いに異なる態様で照明演出を行うことができ、多彩な演
出が可能となる。本実施形態は更に、光源カバー６１における内側光源６３に対向する内
側透光部６１１と外側光源６４に対向する外側透光部６１２に相異する彩色を施すことに
より、遊技者及びその周囲に対して互いに異なる色彩で照明演出を行うことができ、多彩
な演出が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明を適用した遊技機の斜視図である。
【図２】サイド照明ユニットの分解斜視図である。
【図３】図１におけるIII－III線拡大横断面図である。
【図４】光源カバーを外した状態のサイド照明ユニットの正面図である。
【符号の説明】
【００２７】
１　遊技機
２　筐体
３　前扉
４　回転リール
５　液晶表示装置
６、６Ａ　サイド照明ユニット
３１　画像透視窓
３２　識別情報透視窓
３３　メダル投入口
３４　ベットボタン
３５　スタートレバー
３６　ストップボタン
３７　サイドフレーム
６１　光源カバー
６２　光源用基板
６３　内側光源
６４　外側光源
６５　リフレクター
６６　拡散用レンズ
６１１　内側透光部
６１２　外側透光部
６５１　内側壁
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６５２　外側壁
６５３　仕切り壁
６５４　内側開口部
６５５　外側開口部
６５６　内向き反射面
６５７　外向き反射面

【図１】 【図２】
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